
８　集会行事・事業実施状況(平成29年度)

（１）上映会 （５）おはなし会

館名 対象 回数 延べ人数 館名 回数 延べ人数

一般向け 26 708 12 454

児童向け 14 249 45 349

計 40 957 9 106

一般向け 22 563 66 909

児童向け 14 222 12 24

計 36 785

一般向け 24 844

児童向け 13 247 59 363

一般･児童 0 0 41 674

計 37 1,091 66 438

113 2,833 ― ― 

107 1,112

（２）第28回市民読書会 46 1,631

作品： 羽生善治著　「直感力」

回数 延べ人数

1 22 537 7,928

― ― 

（３）障害者読書交流会・百雀会

回数 延べ人数 12 75

10 39 781 10,387

（４）高齢者サービス・デイサービスセンター訪問

回数 延べ人数

24 709

491 6,297

０～２歳児向け

実施館

中央図書館

幼児向け

小学生向け

計

対象

小学生向け

計

０～３歳児向け

小学生向け

計

０～２歳児向け

幼児向け

中央図書館

鳴尾図書館

中央図書館

北部図書館

０～２歳児向け

幼児向け

幼児向け

小学生向け

幼児向け

実施館

47 339

合　　計

合　　計

北口図書館

鳴尾図書館

北口図書館
計

実施館

中央図書館

中央図書館

主催：西宮市内読書グループ懇談会

12 75
小学生向け

計

山 口 分 室

０～２歳児向け

【参考】各図書館のおはなし会

日 月 火 水 木 金 土

中央図書館
 毎月第3
 14:00～
 小学生

 15:30～
 幼児
 (おおむね3～5歳)

 毎月第3
 11:00～
 0～2歳児と保護者

北部図書館
 11:00
 幼児～小学生

 毎月第2  11:00～
 乳幼児
(おおむね0～3歳)

鳴尾図書館

毎月第1・第3 (休館
日と重なるときは第
2)         11:30～
0～2歳児と保護者

 15:30～
 幼児
 (おおむね3～5歳)

毎月第2・第4
13:30～
幼児
（おおむね3～5歳）

北口図書館
 11:00～
 15:00～
 幼児～小学生

 11:00～
 15:00～
 幼児
 (おおむね3～5歳）

 毎月第4
 11:00～
 11:30～
 0～2歳児と保護者

 11:00～
 15:00～
 幼児
 (おおむね3～5歳)

 11:00～
 15:00～
 幼児
 (おおむね3～5歳)

毎月第2
 11:00～
 11:30～
 0～2歳児と保護者

 11:00～
 15:00～
 幼児
 (おおむね3～5歳)

 15:00～
 幼児～小学生

山 口 分 室
 毎月第2  15:30～
 幼児～小学生

休
　
　
館
　
　
日
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（６）その他行事

●展示・ブックフェアなど

館名 種別 期間 対象

ブックフェア 3/18～4/27 成人

展示 4/29～5/31 成人

ブックフェア 4/29～5/31 成人

展示・ブックフェア 6/2～７/13 成人

展示 7/7～7/17 児童

展示・ブックフェア 7/15～9/14 成人

ブックフェア 7/20～7/31 児童

ブックフェア 8/4～8/15 成人

展示・ブックフェア 8/25～10/4 児童・成人

展示・ブックフェア 9/16～11/16 成人

展示・ブックフェア 11/18～1/21 成人

展示・ブックフェア 2/2～4/4 成人

ブックフェア 2/24～3/11 成人

13回

展示・ブックフェア 3/3～4/9 成人

ブックフェア 4/1～4/30 成人

ブックフェア 4/11～5/19 成人

ブックフェア 5/1～5/31 成人

ブックフェア 5/20～6/30 成人

ブックフェア 6/1～7/20 成人

展示・ブックフェア 7/1～7/30 児童

ブックフェア 7/1～8/29 成人

写真展・ブックフェア 8/4～8/25 児童・成人

展示・ブックフェア 8/30～9/26 成人

ブックフェア 9/27～10/26 成人

ブックフェア 10/27～11/30 成人

ブックフェア 10/27～11/30 成人

展示・ブックフェア 12/1～12/14 児童

ブックフェア 12/23～3/1 成人

展示・ブックフェア 1/5～1/31 成人

展示・ブックフェア 2/2～2/28 成人

ブックフェア 2/14～3/11 成人

ブックフェア 3/3～3/31 成人

ブックフェア 3/20～4/15 児童

20回

ブックフェア 3/7～4/23 児童・成人

写真展 3/7～4/23 児童・成人

ブックフェア 5/2～5/31 児童・成人

写真展 5/9～6/11 成人

ブックフェア 6/2～7/5 児童・成人

ブックフェア 6/2～7/5 児童・成人

計

計

鳴
尾

体のメンテナンスはじめてみませんか？

科学道

消費者教育関連行事「賢く使おうパソコン・スマホ」

鉄道関係資料展

家族を支える介護・医療・お金

図書館が舞台になっている小説など

医療小説・ミステリー

北部図書館員おススメの本

2017年版「読んでごらんおもしろいよ」選定図書と課題図書

子どもの本で学ぶ医療のこと

ようこそ南の島へ　バヌアツってどんなところ？

郷土歴史講座関連

行事名

世界の絵本にふれてみよう
　　～イタリア・ボローニャ国際絵本原画展によせて～

戦争関係資料展「戦争と法」

ふしぎな生き物発見！

落語ことはじめ　～万事機嫌よし～

2017年版「読んでごらんおもしろいよ」選定図書と課題図書

考えようエコライフ　地球のため、未来のため
　　～6月は環境月間です～

「大坂城石垣石丁場跡　東六甲石丁場跡」国史跡指定記念

図書館でライフプランニング

民具の世界

“読み鉄”でいこう

父の本

平成29年度自殺対策事業「いのちとこころ関連」

ノーベル賞

食べて元気に

読書週間ブックフェア「本に恋する季節です！」

世界の絵本にふれてみよう

もしもに備える救急・防災の本

消費者教育「地球にも財布にもやさしいエコな暮らし」

戦時下の西宮

中
央

北
部

図書館員が読んで面白かった本

あなたが読んで面白かった本

秋山コレクションと雑誌あれこれ

マレットファン、タイ関連図書

懐かしい甲子園界隈

みんなのおススメ本　この本がすき！

防災・震災関連

東日本大震災報道写真展
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館名 種別 期間 対象

展示 6/13～7/9 児童・成人

ブックフェア 7/7～7/20 児童

ブックフェア 7/7～8/2 成人

写真展 7/12～8/27 児童・成人

ブックフェア 7/14～8/31 児童・成人

ブックフェア 7/21～8/8 成人

ブックフェア 8/4～10/1 児童・成人

ブックフェア 8/9～8/30 児童・成人

写真展 9/2～10/１ 成人

展示・ブックフェア 10/4～10/29 成人

ブックフェア 10/7～10/29 児童・成人

ブックフェア 11/3～11/16 児童・成人

展示 11/3～11/16 成人

展示・ブックフェア 12/1～12/17 成人

ブックフェア 12/19～12/28 成人

展示 12/19～12/28 成人

ブックフェア 1/5～2/28 児童・成人

展示・ブックフェア １/7～2/25 成人

ブックフェア 3/2～4/4 児童・成人

ブックフェア 3/8～4/15 成人

写真展 3/8～4/15 成人

27回

展示・ブックフェア 4/7～5/7 児童

展示・ブックフェア 4/7～5/7 成人

展示・ブックフェア 5/2～5/31 児童

展示・ブックフェア 5/9～5/31 成人

展示・ブックフェア 7/7～8/2 成人

展示・ブックフェア 8/4～9/6 成人

展示・ブックフェア 9/7～10/4 児童

展示・ブックフェア 9/8～10/4 成人

展示・ブックフェア 10/6～11/1 成人

展示・ブックフェア 11/3～12/6 児童

展示・ブックフェア 11/4～12/6 成人

展示・ブックフェア 12/8～12/28 成人

展示・ブックフェア 12/8～1/8 児童・成人

展示・ブックフェア 1/10～1/28 成人

展示・ブックフェア 2/2～3/4 成人

展示・ブックフェア 3/14～5/7 成人

16回

展示・ブックフェア 8/15～8/27 成人

1回

77回

計

北
口

計

計

合計

行事名

鳴
尾

ベートーヴェン～苦悩と栄光～

ひろげよう食育の輪～日本の行事　食を知ろう！～

考えようエコライフ　地球のため、未来のため

没後60年　小林一三と阪神間

西宮の古社寺と文化財

戦時下の西宮

今から考えるシニアライフ

宇宙の歩き方

読書の木をみんなでつくろう！

幽か怪し～いつもは見えないもうひとつの世界～

ちょっと気になる相撲の話

みんなのすきな本おしえて！

ザ・温泉！

みんなのPOP展

ミニ原爆展・戦時下の西宮

犬の本

長寿動物表彰パネル（動物愛護啓発事業）

ペット関連

さくらさくら　西宮のさくら

さくらさくら

あなたの知らないＨａｗａｉｉ

ふれあいの広場＠なるおとしょかん

戦争の記憶～戦いが日常だった時代～

西宮の海を知ろう

ＪＴマーヴェラス関連

『泣ける本』
　（「きみの膵臓をたべたい」図書館棚づくりコンテスト参加）

山
口

西宮ストークス応援ポスター

スポーツを読む

世界の絵本にふれてみよう
　　～イタリア・ボローニャ国際絵本原画展によせて～

ブラジル

懐かしい甲子園界隈

もっと知りたいインターネットコミュニケーション
　　　－パソコン・スマホの使い方－

20回記念　ビブリオバトルinにしのみや

１０代のためのよむ処方箋

野鳥メジロ

岩波文庫　私の三冊

夏休み自由研究＆工作の本

まちなみで知る西宮の魅力
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●集会行事

館名 種別 期間 対象 参加人数

おはなし会 4/16 児童 21

その他集会行事 5/21 児童・成人 106

講座

  講  座
　　　①6/4
      ②6/18
      ③8/17
  相談会
　　　①6/25
      ②7/9
      ③7/25
      ④8/4
まとめの会
　　　①8/18

児童 25

その他集会行事 7/27 児童 15

おはなし会 7/28 児童 20

その他集会行事 8/6 成人 57

おはなし会 8/23 児童 37

おはなし会 8/26 児童・成人 40

おはなし会 10/15 児童 28

おはなし会 12/20 児童 39

講演会 2/9 成人 66

講演会 2/17 成人 39

おはなし会 3/28 児童 33

13回 526人

おはなし会 4/1～3/31 児童 174

その他集会行事 4/1～5/28 児童 －

その他集会行事 4/23 児童 22

その他集会行事 5/28 児童 20

その他集会行事 7/2～8/27 児童 －

おはなし会 7/27 児童 18

その他集会行事 8/2 児童 14

その他集会行事 8/17 児童 29

おはなし会 8/22 児童 11

その他集会行事 1/14 児童 15

講演会 2/28 成人 35

その他集会行事 3/25 児童 －

35回 338人

おはなし会 4/7 児童 24

講座

4/8,5/16,6/10
7/11,8/12,9/12
10/14,11/14
12/9,1/30
2/10,3/13

成人 9

その他集会行事 4/21 児童・成人 22

その他集会行事 4/22 児童・成人 18

その他集会行事 4/23 児童 24

計

ほぽデイおはなし会　　計２４回

しおりをつくろう！

つくろう！あそぼう！かえるぴょーん！
(「まちライブラリー」関連)

みやたんおはなし会

ようこそ南の島へ　バヌアツってどんなところ？

ほんよみ屋さん

きのこの紙しおりをつくろ！

ブックトークと理科実験
　「やってみよう！静電気ののふしぎ」

消費者教育関連行事「シニア世代のためのマネー講座
　　　　～今からでも大丈夫。安全・安心な資産運用～」

消費者教育関連行事「はじめての資産運用
　　　　～あなたはどのタイプ？タイプ別資産運用～」

こわ～い話のおはなし会

わごむでギターをつくってみよう♪

歴史講座「名塩千軒から名塩ベッドタウンへ」

行事名

第１６回「みんなで楽しむストーリーテリング」

クリスマスおはなし会

みんなで楽しもう！！おはなしいろいろ～あきのまき～

「フラワーフェスティバル ｉｎ 西宮」に参加

計

夏のスペシャルおはなし会

第１５回みんなで楽しむストーリーテリング

きみも一日図書館員！お仕事体験

図書館を使った調べる学習講座

みんなで楽しもう！おはなしいろいろ～はるのまき～

「わくわく！ぐるぐる？おはなし会　絵本のよみきかせ＆コマまわ
し」に協力

摂津名所図絵を読む

お花見おはなし会

鳴
尾

おりがみやさん

きょうりゅうカレンダーをつくろう！！
(「科学道ブックフェア」関連)

北
部

図笑館寄席

春のおはなし会スタンプラリー

夏のおはなし会スタンプラリー

中
央
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館名 種別 期間 対象 参加人数

その他集会行事 5/13～5/14 児童・成人 60

その他集会行事 5/20 児童・成人 72

その他集会行事 6/9 児童・成人 20

講演会 6/10 児童・成人 30

その他集会行事 7/14 児童・成人 11

その他集会行事 7/15 児童 52

講演会 7/16 成人 13

その他集会行事 8/2 児童 2,370

その他集会行事 8/23 児童 23

その他集会行事 9/8 児童 42

その他集会行事 9/15 児童・成人 10

その他集会行事 10/24 成人 80

講演会 10/29 成人 8

その他 11/1 児童 32

その他集会行事 11/10 児童・成人 19

おはなし会 12/13 児童 40

その他集会行事 12/16 児童 54

講座 12/23 成人 5

その他集会行事 12/23 児童・成人 29

講座 1/7 成人 12

その他集会行事 1/26 児童・成人 19

講座 1/28 成人 20

その他集会行事 2/15 児童・成人 13

講座 2/18 成人 18

おはなし会 3/3 児童 23

講座 3/4 成人 36

その他集会行事 3/9 児童・成人 14

講座 3/25 成人 17

その他集会行事 3/28～3/29 児童 16

34回 3,255人

おはなし会 4/19 児童 37

ブックトーク 4/26 成人 26

その他集会行事 5/21 成人 34

おはなし会 5/27 児童 26

おはなし会 7/22 児童 35

その他集会行事 7/27 児童・成人 19

講演会 8/1 児童 35

おはなし会 8/8 児童 47

ブックトーク 8/15 児童 17

その他集会行事 8/20 成人 46

おはなし会 8/24 児童 48

ブックトーク 9/13 成人 19

計

上映会「スマートフォンのトラブルと対策」

つくってあそぼう（武庫川女子大学小尾ゼミ）

おりがみやさん（花駒・ペンギン・さかな）

マレットファン（夢のたねまき）～タイの子どもたちと絵本～

おりがみやさん

出張なるおとしょかん

「フラワーフェスティバル ｉｎ 西宮」に参加

中国の絵本をよもう　中国の話をきこう

おひなさまおはなし会

なるぞ図書館員

連続講座描かれた阪神間小説・映像・アニメ
第５回映画・アニメ・マンガで楽しむ阪神間
（手塚治虫・野坂昭如・谷川流）

おりがみやさん

なるおとしょかん子ども夏祭り

野鳥メジロ写真展ギャラリートーク（大平清）

連続講座描かれた阪神間小説・映像・アニメ
第４回社会派小説を読もう（松本清張・山崎豊子）

連続講座描かれた阪神間小説・映像・アニメ
第１回近代・昭和の小説を読もう（谷崎潤一郎・井上靖）

クリスマスって何の日？（大手前大学管弦楽部）

ペットの飼い方について

みんなであそぼう（武庫川女子大学小尾ゼミ）

なるおとしょかんクリスマスおはなし会

おりがみやさん

ブラジルへの移民

あかちゃんもいっしょヘルマンハープの音楽会

おりがみやさん

よるのとしょかん

としょかんで、世界いっしゅう！

連続講座描かれた阪神間小説・映像・アニメ
第２回現代小説を読もう（村上春樹・宮本輝）

おりがみやさん

連続講座描かれた阪神間小説・映像・アニメ
第３回エンターテイメント小説を読もう（貴志祐介・有川浩）

鳴
尾

北
口

ビブリオバトルinにしのみや
テーマ「好きなことを本当は隠しておきたい本」

ブックトークと工作教室「いるの？いないの？」

小学生のためのこわーいおはなし会

夢への一歩“憧れの職業”脚本家さんにきいてみよう！

身近に見つけた宇宙（上映会連動）

としょかんで世界いっしゅう！

ＳｔｏｒｙＴｉｍｅえいごのおはなし会

行事名

ぬいぐるみのおとまり会

ＳｔｏｒｙＴｉｍｅえいごのおはなし会

ビブリオバトルinにしのみや　テーマ「20」

ちょっと気になる相撲の話（上映会連動）

えほんであそぼう「にじいろのさかな」
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館名 種別 期間 対象 参加人数

おはなし会 9/23 児童 37

講演会 10/19 成人 27

ブックトーク 11/15 成人 29

その他集会行事 11/19 成人 27

おはなし会 11/21 児童 33

おはなし会 11/25 児童 40

おはなし会 12/19 児童 30

ブックトーク 12/27 成人 47

おはなし会 1/27 児童 35

その他集会行事 2/18 成人 37

その他集会行事 2/24 児童 22

講演会 2/27 成人 55

その他集会行事 3/27 児童 18

25回 826人

107回 4,945人

●その他

館名 種別 期間 対象 参加人数

中央 その他 1/10～1/21 児童 －

北部 その他 12/15～12/28 児童 －

鳴尾 その他 1/5～1/14 児童 247

北口 その他 1/5～1/14 児童・成人 －

4回 247人

（７）リサイクル図書市民無料配布

期　　間 内　　容 冊　　数

平成29年12月8日 成人図書・ＣＤを配布 6,965

平成30年2月2日 雑誌を配布 3,985

平成29年4月１日～
　平成30年3月31日

成人図書・児童図書・雑誌
を配布

6,462

平成29年10月29日
成人図書・児童図書・雑誌

を配布
4,547

平成29年6月2日～4日 成人図書・雑誌を配布 8,480

30,439

計

ベートーヴェン～悩みをつき抜けて歓喜にいたれ！～

クリスマスおはなし会

としょかん本の福袋

合計

北
口

どんな絵本が入っているかな？ハッピーバッグ

ＳｔｏｒｙＴｉｍｅえいごのおはなし会

おふろでほっこり

ビブリオバトルinにしのみや　テーマ「音」

温泉をめぐる○○（まるまる）（上映会連動）

西宮市消費者生活出前講座
「誰にでも訪れる老後を安心して迎え過ごすために」

ＳｔｏｒｙＴｉｍｅえいごのおはなし会

行事名

行事名

図書館のひみつ探検隊

西宮探訪～古社寺を巡る～

百人一首かるた大会

ビブリオバトルinにしのみや　テーマ「おくる」

ＳｔｏｒｙＴｉｍｅえいごのおはなし会

計

本の福袋

北口図書館

鳴尾図書館

北部図書館

中央図書館

合計

ほんおみくじ

- 29 -



（１）ボランティア内容

（２）図書館外おはなし会（おはなしボランティア派遣）　

回 数 延べ参加人数 回 数 延べ参加人数 回 数 延べ参加人数

25 44 931 71 2,078 115 3,009

26 42 1,019 86 2,598 128 3,617

27※ － － 92 2,352 92 2,352

28 － － 117 2,043 117 2,043

29 － － 111 2,254 111 2,254

※平成２７年度から北口図書館に集約した。

（１）学校訪問などによる情報交換　

図書館の司書（児童担当）が学校訪問、または学校図書館教育担当者が来館し、情報交換を行った。

　　　（単位：担当校数）

中央図書館 北部図書館 鳴尾図書館 北口図書館 計

小学校 6 5 13 12 36

中学校 2 2 6 7 17

養護学校 0 0 1 0 1

類縁機関※ 0 0 0 1 1

29年度 計 8 7 20 20 55

（２）連携実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（回／延べ回数）

全体 公用貸出 図書館見学 修理講習
図書委員と
の交流会

ブック
トーク

管理換え※
トライ
やる※

その他
※

計

小学校 132 24 13 0 19 19 0 17 224

中学校 13 0 1 8 9 2 22 0 55

養護学校 0 0 0 0 0 0 0 15 15

類縁機関※ 0 0 0 0 0 0 0 14 14

29年度 計 145 24 14 8 28 21 22 46 308

28年度 計 118 20 15 13 24 22 26 53 291

※管理換え：図書館で不要となった図書を学校へ所管換えすること。
※トライやるウィーク活動：市立中学校の他、私立、国立中学校を含む。
※その他：新聞記事やブックリストの提供、洋書絵本リストの送付、鳴尾図書館子ども夏祭りの参加など。
※類縁機関：適応指導教室あすなろ学級、兵庫県立芦屋特別支援学校砂子訪問教室

おはなしと絵本の会、おはなしポケット、かぶとむし、ぐるんぱ、子うさぎ文庫、だくちる、たんぽぽ文庫、つくし、
てんとうむし、のはらむら、は・あ・と、ばおばぶ、ＢＲ２、ピー・カ・ブー、ピコピコ、プー横丁、ぶんぶんぶっく、
ぼちぼちいこか、ぽっぽ、ぽぽんた、マドレーヌ、まめの木、よみよみ。

（注）おはなしボランティアのグループ

（平成30年3月31日現在）

10 学校図書館との連携

９ ボランティア活動

年度
中央図書館管轄分 北口図書館管轄分 合  　計

活　動　内　容 活　動　館
登録人数

（グループ数）

対面朗読協力者 視覚に障害がある利用者への読書支援 中央・鳴尾・北口 16人

おはなしボランティア 絵本の読み聞かせ、ストーリーテリングなど 中央・北部・鳴尾・北口・山口 23グループ

美化・緑化ボランティア 図書館前花壇の世話など 中央 10人

修理ボランティア 本の修理 中央・北口 延べ60回、259人

行事ボランティア 図書館行事の運営支援 鳴尾 19人

- 30 -



平成30年度
当 初 予 算

平成29年度
当 初 予 算

差引増減

 館 運 営 経 費 420,496 424,891 △4,395 

 報　酬 198,826 194,764 4,062 

 共済費 29,489 28,768 721 

 賃　金 15,505 14,973 532 

 旅　費 235 235 0 

 需用費 14,469 14,366 103 

内  雑誌等資料費 9,480 9,528 △48 

訳  その他需用費 4,989 4,838 151 

1,350 1,349 1 

82,084 83,661 △1,577 

35,393 35,306 87 

42,883 51,204 △8,321 

 図書資料費 42,121 48,554 △6,433 

 視聴覚資料費 600 2,131 △1,531 

 庁用備品費 162 519 △357 

238 243 △5 

7 6 1 

17 16 1 

2,339 2,396 △57 

1,271 1,387 △116 

993 934 59 

75 75 0 

422,835 427,287 △4,452 

154,429 148,381 6,048 

36,043 43,553 △7,510 

613,307 619,221 △5,914 

 西宮市学校図書館協議会等の協力を得て
「読んでごらんおもしろいよ」（選定図書
 目録）の刊行、配布等を行うとともに、
 講演会、上映会等を実施する。

内
　
訳

図 書 館 改 修 事 業 費

平 成 ３０ 年 度 事 業 予 算

（単位：千円）

 積立金

 公課費

 役務費

摘　　  　　　　要

 備品購入費

 使用料・賃借料

注：摘要欄の（ ）内は平成29年度当初予算額。　　　

 報償費

 

図書館維持管理事業経費

図書館管理運営事業経費

事　業　名　（費目）

合　　　　　　　　計

 需用費

 集 会 行 事 経 費

 負担金・交付金

 役務費

 委託料

228,315 (223,532)

 図書等資料費   57,63,767 52,201 (60,213)

　中央図書館   18,192 14,679 (17,095)

　北部図書館　  5,790  （5,790）5,714 (6,020)

　鳴尾図書館    8,718  7,788 (8,750)

　北口図書館   18,256 14,947 (17,720)

　分 　　 室   12,811 9,073 (10,628)

　　　　　　　 63,441（63,441）62,964 (64,584)

 バックヤード業務委託料

10,843 (11,880)

 図書館搬送業務委託料

5,293 (5,194)

                21,557 （21,557）29,120 (29,120)

454 (454)

31,306 (29,914)

 その他館運営経費

 コンピュータ機器借上料

 視聴覚機器借上料

 嘱託職員人件費　     

 分室業務委託料
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